
あなたの一票は今後の国政を決める貴重な一票です
みなさん棄権することなく、必ず投票しましょう

【投票日時】
　平成28年７月10日㈰　午前７時～午後８時
【投票のできる人】
●投票日において、年齢満18歳以上の人（平成10年７月11日以前に生まれた人）
● 基準日（６月21日）において、住民票が作成された日から引き続き３か月以上野洲市の住民基本台帳に記録さ
れていること。（平成28年３月21日以前に届出を行い、引き続き野洲市に住所を有する人）
※ 平成28年３月22日以降に転入届出をした人は前住所地の選挙人名簿に登録されていた場合は前住所地で投票す
ることになります。

● 基準日において、住民票が作成された日から引き続き３か月以上、野洲市の住民基本台帳に記録されていた人
であって、野洲市に住所を有しなくなった日後４か月を経過していない人

あなたの投票所は？
　投票所は、選挙管理委員会から郵送される投票所入場券に書いてある場所です。特定の地域の人は、この選挙
から投票所が変更になっていますので、ご注意ください。（「広報やす」４月号参照）
　投票には、あなたの投票所入場券をご持参ください。入場券が届いてない場合や紛失した場合は、投票所の係
員に申し出てください。
※行政区ごとの投票所については、市ホームページでも確認できます。

投票の方法
　参議院議員通常選挙は、選挙区選出議員選挙と比例代表選出議員選挙の２つの投票をします。

平成２８年７月１０日（日）は、
参議院議員通常選挙の投票日です
投票時間は午前７時～午後８時

選挙区

薄い黄色の
投票用紙

⬆
候補者名を記載してください。

比例代表

白色の
投票用紙

⬆
政党が定めた名簿の中から候補者名または
政党名のいずれかを記載してください。
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期日前投票について
　投票日当日、仕事など一定の事由があるとき期日前投票をすることができます。
　投票する際、宣誓書を記入し、当日の投票所での手続と同じように投票用紙を受け取り直接投票箱に投票します。
　期日前投票の投票所等は次のとおりです。行われる期間にご注意ください。

　　■市役所本館１階第１会議室

　　　日時：６月23日㈭～７月９日㈯
　　　時間：午前８時30分～午後８時
　　■野洲市中主防災コミュニティセンター２階防災研修室

　　　日時：７月２日㈯～７月９日㈯
　　　時間：午前８時30分～午後８時
　　※期日前投票は、いずれの投票所においても投票することができます。

代理投票・点字投票・郵便投票
　さまざまな理由により自ら投票することが困難な場合や、投票所に行けない場合、代理投票や点字投票、郵便
で投票する方法があります。代理投票と点字投票を行われる際は、投票日に投票所で係員に申し出てください。
　郵便等による投票は、身体障害者手帳・戦傷病者手帳を持っている人でその内容が一定基準を満たしている人
や介護保険の要介護状態区分が「要介護５」である人で、事前に市選挙管理委員会に申請をし「郵便等投票証明書」
の交付を受けている人に限ります。

問い合わせ…野洲市選挙管理委員会事務局（総務課内）☎587－6038、FAX587－4033

～選挙管理委員会からのお願い～
　●ポスター掲示場の前や近くには、車などを置かないでください。

　●ポスターを破ったり、落書きしたりしないでください。

　●掲示場やポスターの破損に気づいたときは市選挙管理委員会へ連絡してください。

開票は、午後９時15分から野洲文化小劇場で行います

○18歳から投票可能になりました
　今回の選挙から、選挙権年齢が18歳に引き下げられました。
　選挙はあなたの意思を政治に反映させ、よりよい社会を作るための大切な手段です。
　普段の生活の中で感じる思いや願いを実現させる手段の第一歩が選挙への参加です。
　投票所でお待ちしています。

○投票所に入ることができる子どもの範囲が拡大されました
　今まで、やむを得ない事情がなければ、子どもを同伴させて投票所に入ることはできませんでした。しかし、
選挙権年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、今回の選挙から、お子様を投票所に連れて入ることができるよ
うになりました。
　将来有権者となるお子様のためにも、ぜひ、ご家族で投票所にお越しください。

暮らしの情報
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　にぎわいのまちづくりを進めています

⑥ 交流/商業施設と
　 同時に整備します
　野洲駅南口周辺整備構想に基
づき、新病院と連接させて低層
の交流/商業施設を同時に整備し
ます。これにより、１日500人程
度の市民病院来訪者と250人程度
のスタッフによるサービス需要
が昼間の駅前に発生し、朝夕の
駅利用者とあいまって商業的な
需要が確保できる見込みです。
　野洲駅南口では昭和50年代初
めから商業集積等が試みられて
きましたが、一日の乗客数が朝
夕中心で15,000人程度の野洲駅前
で商業を成立させるには、核と
なる集客施設が必要でした。
　しかし平成10年頃、近隣に大
型スーパーが開業したことで、
その可能性がほぼ無くなったま
ま今日に至っています。

⑦ 収支見込は成立
　 市民負担に影響は
　 ないしくみです
　新病院の収支見通しは、開院
２年目からキャッシュベースで
黒字となる見込みで、これには
建設費の返済や運営コストも含
んでいます。
　また、病院事業によって増え
る市の財政負担は純増で毎年1.4
億円程です。これらは見込みで
すが、滋賀県庁から「実現可能
性を有している」との公式な意
見を得ています。
　また、水道などと同じ企業会
計ですから、万一赤字が続いた
としても、福祉サービスのカッ
トや増税などが行われることは、
制度的に有り得ません。

新病院整備は順調に進行中！
《topics! 最近の出来事》

○ 新病院施設の基本設計事業者を選定中
　平成28年度は、新しい市民病院の構造や医療機器等の配
置、動線、建物の基本機能、階高や外観などを具体的に設
計します。現在この業務を行う設計事業者を公募型プロポー
ザル方式で選定しています。７月11日には、応募した事業
者からの提案を受け、大学教授等の専門家による公開の審
査委員会で選考します。受託事業者の決定は７月下旬の予
定です。（詳細はP６）

○ 医療サービスの内容や院内配置を検討中
　新しい市民病院で提供する医療サービスのより具体的な内
容や、効率的な部門配置、スタッフの動線、組織などについ
て検討しています。

○ 病児保育所や地域包括支援の充実を検討中
　新しい市民病院では、介護等の相談機能の向上のための窓
口や、病児保育所といった子育て支援機能を併設または連接
する予定です。市が開設する新しい市民病院だからできるこ
のような市民サービスの内容や施設形態について具体的に検
討しています。

○ 滋賀県が新病院計画に肯定的な「意見」
　・「新病院の病床機能は妥当で規模の設定も適切」

　新しい市民病院は、滋賀県が策定した「地域医療構想」と
いう計画に合致しているという評価がなされました。これは、
総務省が公立病院の新設等の計画を審査する調書に、滋賀県
が「県の意見」として公式に記載されたものです。

　・「新病院の収支見通しは実現可能性を有する」

　新しい市民病院の収支見通しは、建設費の返済や運営コス
トも含んで開院２年目からキャッシュベースで黒字となる見
込みです。この黒字は、新たな財政負担として、毎年約１億
4000万円程度の一般財源を増額することで健全に成り立つ見
込みです。こういった収支計画の内容についても「実現可能
性あり」と滋賀県が「県の意見」として上記調書に公式に記
載されました。

○ 国の交付金採択に向けた協議を実施中
　新病院整備をはじめとした南口周辺整備に国の交付金を活
用するため、国交省や県に対して要望活動や事前協議を進め
ています。採択された場合、病院整備に最大10億5000万円の
交付金が受けられます。



暮らしの情報
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「新しい市民病院」を中心に健康と　
　　　　～安心と豊かさが実感できるまちへ～　　　

問い合わせ…地域戦略課☎587－6141、FAX586－2200

① 利便性の高い野洲駅南口に開設する市民のための病院です
　野洲市は４人に１人が高齢者の超高齢社会です。車に乗れない、車を持たない高齢者が今後さら
に増えると見込まれます。また、若者、子育て世代にも公共交通に頼っている世帯は少なくありま
せん。市内中の路線バスや循環バスが発着する野洲駅南口は、他に交通手段を持たない市民に「一
番やさしい場所」です。
　このように、病院などの公共施設を集約し、周辺部と公共交通でつなぐ都市整備の手法は、「コン
パクト＋ネットワーク」として国も推進している、これからのまちづくりの手法です。

② 快適で機能的で
　 景観に調和する
 　施設にします
　新病院は3.2haある広大な市有地
のうちの約5,500㎡を用い、中層階
の規模で整備します。明るく快適
で、景観に優れた機能的な施設と
し、隣には「市民広場」も整備す
る計画です。
　野洲病院は、昭和55年に建てら
れた東館に手術室や病室、検査室
が入り中核棟となっていますが、
老朽化し耐震も不十分で、病室の
広さなども今の基準を満たしてい
ないため再活用は困難です。

③ 市民ニーズが反映しやすく
　 透明性も高い直営で運営します
　新病院は、守山、近江八幡、甲賀などの近隣の市民病
院と同様、市の直営でスタートします。直営の理由は、
事業及び予算、役員人事は市長が議会に諮って決めるこ
とから、市民ニーズが最も反映できること、また、市議
会が議決権や調査権を持つことになるため透明性が高い
からです。また、医師等のスタッフにとっても魅力が高
いと考えられます。
　市の直営ですが、公営企業法の全部適用を採用するた
め、経営の効率性や柔軟性は相当確保されます。
　また、開院５年後に実績を評価して、独立行政法人へ
の変更も検討することとしています。

④ 野洲病院の医療機能の優れた面
　 を継承し、滋賀医大等と連携し
　 て医師を確保します
　今年３月の専門家による野洲病院の総合的な調
査の結果、施設面には厳しい評価がなされました
が、医療スタッフおよび医療の質には高い評価が
なされました。新病院では野洲病院の地域医療連
携のシステムなど、医療機能の優れた面は継承し
ます。
　新病院計画には、滋賀医大等も大きな期待を寄
せており、計画の進捗により既に連携は強固なも
のになっています。このため経営や患者満足の鍵
となる医師の確保にも十分な見通しがあると考え
ています。

⑤ 立体駐車場を整備します
　　交通量も精査済です
　新病院には、当面の計画で約250台の立体
駐車場を渡り廊下でつないで整備します。こ
のうち、外来患者用の駐車場は177台で、こ
の台数は今の野洲病院の駐車台数より26％
も多い台数です。駐車場の整備費用は約５
億円ですが、国の交付金を活用しながら整
備する計画です。
　また、新病院への車両は、駅前の通りか
らは入れず、一筋西の野洲小プールの角か
らになりますので、駅前停車場線の混雑の
激化はありません。そもそも病院の混雑は
ピークが午前８時半から９時、駅前の混雑
のピークは午前7時半頃のため、影響はない
と見込んでいます。



野洲市余熱利用施設整備基本計画策定
業務受託事業者の選定を行います

　市では、10月稼動予定の新野洲クリーンセンターで
のごみ焼却に伴い発生する熱を有効活用するため、余
熱を温水として利用する付帯施設（「余熱利用施設」）
の整備において「健康・交流を創出する活動拠点」を
基本方針に掲げ、中規模温浴施設、健康増進用プール、
地産地消販売所等の施設整備について検討してきまし
た。今後、この施設整備および事業運営手法の検討等
の基本計画を策定するため、有識者等で組織する審査
委員会で評価し、事業者を選定する公募型プロポーザ
ル方式で行います。
　このことから、当業務の参加資格を満たし１次審査を
通過した事業者に対する２次審査（プレゼンテーション
およびヒアリング）を公開で行います。

○基本計画業務委託の概要
　●委託名称　 野洲市余熱利用施設整備基本計画策定

業務委託
　●履行期間　契約日から平成29年３月24日まで
　●委託費　　10,800,000円（税込・上限）
○２次審査の日程
　日時… ７月５日㈫　午後２時～
　場所…野洲市総合防災センター２階研修室
　　　　　（野洲市辻町488）
　※ 多数により会場に入りきれない場合は先着順とし

ます。
　※２次審査対象事業者の関係者は入室を禁止します。
問い合わせ…野洲クリーンセンター整備室
　　　　　　☎588－0568、FAX586－2150

（仮称）野洲市民病院の整備基本設計
業務受託事業者の選定を行います

　市の中核医療機能を任う（仮称）野洲市民病院を平
成32年度の開設を目指し、現在計画を進めており、今
年度は病院建設のための基本設計業務を行います。
　当業務の受託事業者の選定は、一定の実績と技術者
を有する事業者を対象に技術提案を求め、有識者等で
組織する審査委員会で評価し、事業者を選定する公募
型プロポーザル方式で行います。
　このことから、当業務の参加資格を満たし1次審査を
通過した事業者に対する、２次審査（プレゼンテーショ
ンおよびヒアリング）を公開で行います。

○基本設計業務委託の概要
　●委託名称　 （仮称）野洲市民病院整備基本設計業務

委託
　●履行期間　契約日から平成29年６月30日まで
　●委託費　　71,383,680円（税込・上限）
○2次審査の日程
　日時…７月11日㈪　午後１時～
　場所…市役所本館３階第１委員会室
　※ 多数により会場に入りきれない場合は先着順とし

ます。
　※２次審査対象事業者の関係者は入室を禁止します。

問い合わせ…地域戦略課☎587－6141、FAX586－2200

プロポーザル審査委員会を公開します

「上水道運営委員会」・「市民懇談会」を開催します

○平成28年度第１回野洲市上水道運営委員会
　日時…７月６日㈬　午前９時～
　場所…市役所本館３階第１委員会室
　内容… 野洲市水道事業会計の現状および水道料金の

改定について
　※第２回の開催は、８月下旬までに予定しています。
　　（決定次第、市ホームページでお知らせします。）

○水道料金に係る市民との懇談会
　日時…７月６日㈬　午前11時～
　場所…市役所本館３階第１委員会室
　内容… 野洲市水道事業会計の現状および水道料金の

改定について

問い合わせ…上下水道課☎589－6433、FAX589－5041

　安全で安心かつ安定した水道水を供給していくためには、平成18年度の無理な料金改定（値下げ）により、経営
の悪化を招いている現状および遅れている老朽化施設の更新工事等を進めなければならず、将来を見据えた適正な
水道料金に改定する必要があります。
　このことから、野洲市上水道運営委員会において審議していただくとともに市民との懇談会を開催します。
　委員会は公開で行いますので、どなたでも傍聴できます。多数ご参加ください。
　懇談会はどなたでも参加でき、ご意見を発言することができます。
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　市の将来都市像である「豊かな自然と歴史に恵まれた　にぎ
わいとやすらぎのあるまち」を実現するため、市の歴史、文化、
自然等地域の個性を生かした観光振興を図るため、市の観光振
興指針を策定します。
　会議は公開で行いますので、どなたでも傍聴できます。多数
ご参加ください。
日時…８月３日㈬　午後３時～
場所…市役所本館３階第１委員会室
内容…野洲市の観光のあり方および方向性について
　　　※ 全３回の開催を予定し、第２回の開催は、10月頃を予

定しています。（決定次第、市ホームページでお知ら
せします。）

○野洲市観光振興指針策定委員　　　　　　　　　　（敬称略）
氏　名 所属・役職 備　考
井口　　貢 同志社大学政策学部教授 学識経験者
松沢　松治 野洲市商工会会長 商工関係者の代表
柴田　博志 野洲工業会代表 工業関係者の代表

木村　　靖 野洲市観光物産協会会長 歴史資源等観光に関
係する者の代表

南　　次雄 まるかじり協議会代表 農業関係者の代表

市職員 環境経済部より
教育委員会より

未定 野洲市消費者団体代表 市民の消費生活に関
係する者の代表

未定 環境基本計画推進会議代表 環境団体関係者の代表
未定 生産森林組合代表 林業関係者の代表
未定 中主漁業組合代表 水産業関係者の代表

問い合わせ…商工観光課☎587－6008、FAX587－3835

　参画やす主催で男女共同参画フォーラム
を開催します。皆さんお誘い合わせのうえ、
お気軽にお越しください。

日時…７月９日㈯　午後１時30分～４時
会場…野洲市総合防災センター
　　　（野洲市辻町488）
対象…どなたでも（当日参加も大歓迎！）
内容…講師による対談
テーマ…わたしが出会った「性」と「生」
　　　　～ライフストーリーのなかの

それぞれのセクシュアリティ～
講師… 源　淳子さん：関西大学人権問題研

究室委嘱研究員、世界人権問題研究
センター客員研究員

　　　 土肥いつきさん：京都府立高校教員、
セクシュアルマイノリティ教職員
ネットワーク副代表

参加費…無料
※ 託児希望の場合は、事前に人権施策推進
課へご連絡ください。

※ 「参画やす（正式名称：男女共同参画プ
ランやす協働委員会）」は市の男女共同参
画社会づくりの施策を行政と協働で啓発、
推進している団体です。

問い合わせ…参画やす事務局
　　　　　　（人権施策推進課）
　　　　　　☎587－6041、FAX518－1860

※会議は公開ですので、どなたでも傍聴できます。
※いずれも個人情報が含まれる案件等については、非公開となる場合がありますのでご了承ください。
問い合わせ…人権施策推進課☎587－6041、FAX518－1860

男女共同参画審議会

■日時…７月14日㈭　午前10時～
■会場…市役所本館３階第１委員会室
■内容（予定）…
　▶ 第２次野洲市男女共同参画行動計画に基づく

平成27年度事業実績について
　▶ 第３次野洲市男女共同参画行動計画に基づく

事業計画について

人権施策審議会

■日時…７月15日㈮　午後２時～
■会場…市役所本館３階第１委員会室
■内容（予定）…
　▶ 第２次野洲市人権施策実施計画（目標値等）

に基づく平成27年度事業実績について
　▶ 第２次野洲市同和対策実施計画に基づく平成

27年度事業実績について
　▶ 第３次野洲市人権施策実施計画に基づく事業

計画について

平成28年度第１回野洲市
観光振興指針策定委員会を開催します

「参画やす 男女共同参画
フォーラム」のお知らせ

審議会の開催

暮らしの情報
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平成28年度 明るい選挙推進啓発用作品の募集

　毎年11月に市政功労者の表彰を行っています。
　これは、本市の自治、社会、経済、教育、文化その
他全般にわたり市政の振興発展に寄与いただいた人の
功績を表彰しようとするものです。
　本表彰では、各種委員や自治会長、消防団員として
永年尽力いただいた人など、市の基準に定める表彰の
ほか、さまざまなボランティア活動を永年続けていた
だいている人なども表彰することとしており、これら
に該当する人の推薦を募ります。
※ 被表彰者は、推薦いただいた人の中から、表彰選考
委員会で審査し決定します。
推薦対象者… 地域や団体等において概ね10年ボラン

ティア活動をされている人
推薦方法…自薦・他薦
※ 推薦書の提出が必要です。詳しくはお問い合わせく
ださい。
推薦締切…７月22日㈮
問い合わせ…広報秘書課☎587－6036、FAX586－2200

　野洲市明るい選挙推進協議会は、市における各種選
挙が公明適正に行われるための選挙推進運動を展開す
るとともに、一人でも多くの皆さんに選挙に参加して
いただくことを活動の目的としています。
　委員は、公募により選ばれた人をはじめ、市内各種
団体の代表や選挙管理委員補充員により構成されてお
り、有効かつ適切な啓発活動や県内で行われる研修会
への参加などを行います。
○平成28年度野洲市明るい選挙推進協議会委員
○会　長…太田　謙介　○副会長…田中　行男
相間　芳和 小森　公子
青木 治郎 柴原　　喬
岩井　健造 冨田多惠子
岩田千鶴子 中小路廣一
奥野　孝史 野村　定壽
加藤　庸子 原田　収治
北川　　榮

 （敬称略）
問い合わせ…野洲市選挙管理委員会事務局
　　　　　　（総務課内）☎587－6038、FAX587－4033

野洲市政功労者表彰の
推薦を募っています

明るい未来のために
選挙への参加を！

　明るい選挙を推進するための選挙啓発用作品を募集します
ポスターの部（１人１点）

応募資格… 県内の小学校・中学校・高等学校・特
別支援学校の児童・生徒

規　　格… 38.2cm×27.1cm～54.2cm×38.2cmで 描
画材料は自由

応募方法… 作品の裏面右下に市名、学校名、学年、
氏名（ふりがな）を明記

標語の部（１人何点でも可）
応募資格…県内在住者
応募方法… はがきに、標語、住所、氏名（ふりがな）、

年齢を明記
四コマ漫画の部（１人１点）
応募資格…県内在住者
規　　格… Ａ４サイズの大きさで、カラー・白黒

は問いません。
応募方法… 作品の裏面右下に、住所、氏名（ふり

がな）、年齢を明記

主催…県選挙管理委員会・県明るい選挙推進協議会
　　　市選挙管理委員会・市明るい選挙推進協議会
応募、 問い合わせ…９月９日㈮までに野洲市選

挙管理委員会（総務課内）☎587－6038、
FAX587－4033

※ 県選挙管理委員会で審査し、入賞作品には、賞
状および副賞が贈られます。作品は自作で未発
表のものに限ります。入賞作品の版権は主催者
側に属し、選挙啓発に利用します。
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